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この子たちのいのちと未来のために 
福島から京都へ避難して暮らす齋藤夕香さんのお話し 

２０１４年２月１９日（水） 京都「被爆２世・３世の会」例会にて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０１２年の１月から、福島市の飯野町というところか

ら京都市伏見区桃山の公務員宿舎に避難という形で

来ています、齋藤夕香です。今日は私の４番目の子

と一緒に来
こ

させていただきました。今日はこういう機

会を作っていただいてありがとうございます。 

私の家族は８人で、私と旦那、旦那の両親、子ども

たち４人なんです。旦那は今仕事で中国に単身赴任

中。子どもは上から高２の長女（震災起こった時は中

２）、中３の長男（同じく小６）、中１の次男（同じく小４）、

そして末娘で小２のこの子（震災の時はまだ保育所

でした）です。おじいちゃん、おばあちゃんと、一番上

のお姉ちゃんは福島に残ってて、私と３人の子どもと

で京都に避難してきてるんです。 

 

■ほうれん草、牛乳は駄目となって少し気になりだし

たけど 

震災が起こった時は私は仕事中で、みんなとまっ

たく変わらないことしてたんです。まさかこんなことに

なるとは夢にも思ってませんでした。地震はそれまで

もちょこちょこはありましたけど、こんな大きな地震が

来るとは本当に夢にも思ってなくて。あの時は私たち

も必死で、浜通りから避難してくる人たちを受け入れ

て、私たちが支援する側で、着る物とか、飲み物とか、

日用品とか持っていったり、炊き出しやったりしてて、

避難してくる人たちを助けてました。ですから私たち

が避難する側になるなんて考えは当時まったくなくて、

放射能のことなんかもその時はまだまったく言われて

もいませんでした。私も何も知らなかったんです。 

だんだん気になりだしたのは３月の半ばになって、

ほうれん草とか牛乳に出荷制限がかかってからです

ね。福島のものは出荷できないなんて言われだして、

そんな時からです。一緒に住んでる旦那の母から「避

難した方がいいんじゃないか？」ってぼそっと言われ

て。でも私「はあ？」なんて言ってて、私結構ぼけてた

んですね。「避難？」なんて言ってました。もう３月の１

６日か１７日になっていたと思うんですけどね。姑さん

福島市飯野町 

福島第一原発 

● 京都「被爆２世・３世の会」では２０１４年２月１９日（水）の例会に、福島から京都へ避難して生活されて

いる齋藤夕香さんをお招きしてお話しを聞きました。その内容を紙上で紹介します。 

 



京都「被爆２世・３世の会」会報№１７ 別冊  ２０１４年３月２５日 

2 

 

にそう言われて、「そんなにやばいのかな」となんとな

く思ってた程度だったんですよ。 

子どもたちは家の中にずーっといさせたんですよ。

電気が通ったのも３日後ぐらいだったので、テレビは

見られたんですけど、「外に出さない方がいいかな」

ぐらいの感覚だったけど。とりあえず、なるべく外に出

さないようにと思って、家の中で生活させてたんで

す。 

まだ線量測ったりも何もしてない頃だったんですが、

それからとりあえず、春休みにさしかかる頃だったの

で、私の行ってた会社もまだずーっとお休み状態だ

ったこともあって、そのまま埼玉の姉の家へ子どもた

ち３人連れていきました。私の旦那は震災の前の年

から単身赴任でいなかったんですね、中国へ行って

て。今も中国にいるんですけど。いろいろ旦那にメー

ルで話してたら、「行けたら行った方がいいんじゃな

いの」って言われて。それで春休み中はほとんど埼玉

の姉の家にお世話になってました。１０日ぐらい。 

 

■線量測るってどういうこと？ 

新学期になって学校始まるって言うのでまた戻っ

てきたんです。けど、丁度その頃、福島県内の校庭と

か公園とか、そういう広場などの線量を測ることが始

まってて、新聞に３日間連続して結果を公表したんで

すね。４月５日、６日、７日だったかな。私それ全部見

てて、線量測るってどういうことなの？と、私の中では

不思議に思えてきたんですよ。測って公表するってこ

とは、何かあるのかな？そう言えばあの頃、外に出ち

ゃいけないってしきりに言ってたから「何かまずいの

かな！」と思ったんですよ。本当にそれくらい素人な

んです。何も知らなかったんだから。この子の行って

る保育所とか、息子や娘の行ってる小学校、中学校

とか全部測って公表してたんですよ。何で測るのかな、

何かまずいんだろうな、と何か引っかかるようになって

きたんです。 

新聞とテレビばっかり見てると、地面を測って、今

度は地面から高さ１メートルぐらいの空間測って、そ

の数字の差も全部見る。地面の方が高いんですよ。

ここに放射線というのが落ちてきて、ここから放射線と

いうのが飛んでるってのは分ったんですけど、「だか

ら何？」みたいなところでした。 

それじゃ法律とか調べよう、ということでネットを見

始めたのが最初なんです。そしたら１時間あたり０．６

マイクロシーベルト以上になる危険性のある場合はも

う普通のところではなくて、放射線管理区域と見なさ

れて、そういうところで子どもは生活できないんだとい

うのを知ったんですね。いろいろ法律調べていくと怖

くなって。だって公表されてる測定結果なんて０．６な

んて数字はほとんどなかったんですからね。もっと高

い数字ばっかりだったから。この子の保育所も４．いく

つかで。もう全然桁が違うんだから。 

「えっ、ちょっと待って！これ誰も知らないの？」と

思って、だから怖くなって何回も何回も見たんですよ。

こりゃまずいなーと思ったんですけど、今度は誰に言

ったらいいのか分らなくて。私が勘違いしてるんじゃ

ないだろうか、私が何か見間違ってるんだろうかと思

って、でも何回見ても間違いないなあと思って。そん

な中で不安なお父さん、お母さんのネットとかを見て、

４月の末に集まりがあると言うんで行ってみたんです。

そこはもう１００人以上集まってて、その時ＮＨＫの取

材も入ってたんですね。 

私のやってる仕事は営業だったんですけど、仕事

の合間縫っていろんなとこに行って「まずいんじゃな

い？」って問いかけたり、発信したりしてました。ネット

で調べて同じ気持ちでいる人のところに行こうと思っ

て必死で走りまわってた時期だったんです。それが４

月の末ぐらいでした。たまたま『子どもたちを放射能

から守る福島ネットワーク（子ども福島ネットワーク）』

っていう団体というか、不安なお父さん・お母さんの

集まりに出会って、５月１日がその会の発足だったん

です。その時初めてラデックスという簡易測定機を手

にして、自分で放射線量を測り始めたんです。うちの

庭とかあちこち測ると、２．いくつかとか、３．いくつかと

か、６．いくつかとかにもなりました。測定機はアラー

ム設定できるんですけど、０．３、０．６、１．２の３段階

に。でも一番上の設定にしておかないとずーっと鳴っ

てる状態なんですよ。ずーっとうるさいので一番上に

設定してて、それでも結構鳴ってたんですよ。それか

らどうしていいか分らなくて、四六時中気になるように

なっちゃって、線量もうちだけじゃなくてあちこち測っ

てみないと分らないと思って、自分の車でいろんなと

ころに行ったりしてたんです。 
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体に何か反応来たしてたかどうかというと、私は震

災起きた時全身じんましんになって、それは地震の

ショックかなと思ってたからあまり気にしてなかったん

です。結構ひどかったんですけど。うちの子どもたち

には何もなかったんですけど、ただ口内炎がすごくひ

どくなって、今だに続いてるんですけど。うちの両親も

口内炎が結構ひどくなってたりして。口内炎は気にな

るところで、粘膜の一番弱いところから出ると言われ

てますので。 

当時、いきなり凄い大事
おおごと

になっていたという感じで

はなかったんですけど、数字だけで気持ちが揺れて

いたみたいな感じでした。 

 

■除染済むまで子ども外に出すの止めて下さい！ 

一番下のこの子は保育所に、その他の子は小学

校、中学校へ行ってたんだすけど、学校へはみんな

車で送り迎え。５月の中頃になっても長袖、長ズボン

で、なるべく肌を見せない、マスクするなどして学校

へ行ってました。夏休みまでは何とか我慢してみんな

やってたみたいな感じだったんですけど、夏休み明

けになってからですかね、やったりやんなかったりし

だして、みんなバラバラになっていったのは。 

この子の保育所でも除染の始まる前、除染とかな

んかの話がまだない５月頃までは子どもを外に出さな

いでいてくれたんですけど、５月というと気温が結構

高い日もあって、夏場に近い気温の日もあるので、先

生たちもついにしびれ切らして、「明日から子どもた

ちを外に出します」ってお便りが来たんですよ。お便

り見て、すぐ保育所行って、「外に出すの止めて下さ

い！」って言ったんです。けど、先生もよく分ってない

みたいで、私「明日、なんとか専門に測定してる人よ

んでくるので待って下さい」と言って頼んだんです。 

丁度その頃、今も測定所で働いておられる方が、

たまたま南相馬で測定やってたので、その日の夜中

電話して、「明日どうしてもうちの保育所に来てほしい」

と無理やり頼んだんです。５月１９日だったと思います

が、保育所の校庭で線量測ってもらって、３時間ぐら

いかけてすごく細かく丁寧に測ってもらったんですね。

雨樋の下とか、滑り台の下とか、すっごく高くて、２０ミ

リシーベルトなんて平気で出るんですよ。本当に高く

て。 

全部測った後に先生に説明していただいて、それ

まで先生は何も知らなかったんですけど、先生もまず

いと分って、除染が終わるまでは外に出さないことに

なったんです。ただ保育所内の除染はしても、保育

所の周りの線量が高いので、除染にどれだけ意味が

あるのかという問題はありましたけど。 

 

■校長先生に「まずいんじゃないですか」と訴え 

うちの子には徹底してマスクさせたりはしてたけど、

自分の子にしか何もすることできないってのは何だか

矛盾してるんですよね。ポツポツと他府県などに避難

してる人もいてたんですが、ほとんどの人は何事もな

かったかのように普通に生活してる人ばかりだったん

で、「なーんかおかしいな」って思ってたんです。 

他にも腹の立つこといっぱいあったんで、子どもの

行ってる学校の校長先生に直接会っていっぱい文

句言ったんですよ。今度東京の都知事選挙に出られ

た宇都宮健児弁護士さん、あの方が４月の半ば頃声

明出してたんですね、「１年間の被曝線量限度２０ミリ

シーベルトは高すぎる」ってのを。その文面と法律上

の放射線管理区域の資料をコピーして持って行って

直接校長先生に会ったんです。「校長先生、実際は

こういうことみたいなんですけど、どう思います？子ど

もたち外に出しちゃまずいんですよ！」って。うちの子

どもたちの行ってる学校全部に言いに行ったんです

よ。小学校も、中学校も、保育所も。 

中学校の校長先生は、「そんなこと言ったって、国

がこうやって指示出してるんだから言うこと聞くしかな

い」って言うんですよ。「でも先生、本当はこうなんで

すよ」と言っても、先生頭固いんですね、「でも、ちゃ

んと測ってるんだから」と言うし、私は「測ってるから大

丈夫なんて言う問題じゃないでしょ」と言って、先生に

対して泣きながら「これ読んどいて下さい」って持って

きた資料置いてったんです。 

小学校の校長先生は、「いや俺そんなの知らなか

った見せて見せて、読むから」と言って、「こういう情

報あったら頂戴ね」って言ってくれましたけど。保育

所の先生は、女の先生だったんですけど、「お母さん

がこんなに真剣に言ってくれて、弁護士さんがここま

で言ってるのは問題あるのよねー」と言って、園内の

線量測定しに来てくれた人の説明も信じてくれまし
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文部科学省へ要請 

た。 

 

■文部科学省へ要請 

そんなことばっかりやってて、５月２３日には文科省

に行ったんですよ、この子も連れて。あの頃、もうどこ

に言ったらいいのか分らないから。支所にも行ったん

だけど、みーんなチャランポランな対応しかされなく

て、「相談窓口も無いんですか、ここには！」と文句言

ってました。いろんな会合に行っても、なんだか「大

丈夫です」みたいなことばっかりしか言わないから。ど

こに文句言ったらいいのか分らないから、もう直
じか

に文

科省だな、と思って。何人か集まって。福島から６０人

行ったんですけど、東京に集まったら３００人以上に

なってて、すごい！こんなに同じ思いの人がいるんだ

とびっくりしました。 

その日は丁度月曜日だったんですけど、この日に

仕事休んで文科省に行きたかったんで、その前の土

曜・日曜に頑張って仕事して。支部長に「土・日頑張

るから月曜日休み下さい」って言って、休みもらって

行ったんです。 

その日は天気悪くて、文科省の大臣も出てこなくて、

雨の降る中、渡辺っていう次長だとかいう人が出てき

て、ああでもないこうでもないって言ってるんですよ。

「とにかく年間２０ミリシーベルトを撤回しろ！」って、

撤回交渉みたいになってました。去年参議院議員に

当選した山本太郎さんもあの時来てたんですけど、

「斎藤さん、子どもまで連れてきてるんだから要望書

を読み上げなよ！」と言われて、読んだんです。記者

さんもたくさん、海外からもいっぱい来てて、いろんな

党の国会議員さんたちも来てました。 

要請が終わったらいっぱい取材のマスコミの人に

囲まれて、身動きとれなくなって、「私何やっちゃった

んだろう！」って思ってしまいました。帰りのバスの中

ではもう電話とかメールとかかかってきて、うちに帰っ

たらテレビのニュースにも私が映ってて、この子も一

緒に。翌日会社行って支部長に「すみませんでした」

って言ったんですが、「悪いことしたわけじゃないから

気にすんな」と言ってくれて。上司が理解してくれた

のでありがたかったです。埼玉のお姉さんからも電話

あって、テレビ見て「あれ、夕香ちゃんじゃない」って

言われました。会社でも「川俣支部の斎藤さんだ！」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

って話題になってたみたいです。 

あれ以降マスコミの人たちからもいろいろ言われて、

「斎藤さん、なんで避難しないの？避難考えない

の？」って。でも「そんなことできるわけないじゃない

の」と答えていたぐらいです。みんな普通に生活して

るから。いくら線量高いって分ってても、ここに住んで

ちゃ駄目って分ってても、周りの人たちがこうして普

通に生活してると、「大丈夫なんじゃない」って思って

しまうんですよ。「自分って気にし過ぎてるだけじやな

い、普通に居られるんじゃない」って。自分の中にあ

る矛盾、ギャップ、分っていながら居なきゃいけない、

居られるのではと思う、どう判断していいか分らなかっ

たんです。本当に避難するという考えはその頃の私

にはまったく起きてなくて。浜通りの方はきっともっと

線量高いんだろうなという思いがあったし、私らが気

にしている以上に浜通りではもっと大変なことが起き

てるんじゃないかな、と想像してました。 

 

■息のつまりそうな毎日 

ただ、私はいいとしても、子どもたちに何かあったら

どうすっぺ、という思いはあったんですね。それはす

ごく気になってました。その辺りの草なんかに子ども

が触ったりするととても気になって、「触っちゃ駄目！」

って言ってて、それが毎日のことだからもう癖になる

んですよ。６月頃に北海道に行ったんですね。一番

上のお姉ちゃんがヨサコイやってて、準優勝したんで

すが、大会が北海道であってね。この子も連れて３人

で行ったんですけど、常に放射線気にしてたから、こ

の子が飛行機の中で「放射能のないところ行くんだよ

ね」って、すごいニコニコして喜んだんですよ。子ども

に言われてみて、自分でいろいろ考えてしまって、今

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A7dPeDSibS1T7ioAnESU3uV7/SIG=12crs01cu/EXP=1395572514/**http:/ni0615.iza.ne.jp/images/user/20110525/1407117.jpg
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はそんな中で生活してんだなあと思ったら、もう息が

詰まりそうになっちゃって。 

北海道に着いて、この子がごく自然に道の草に触

ろうとした時、「ああっ駄目」ってつい言っちゃったん

ですよ。その後、ああここ北海道だったと思って。もう

自分の中に行動が染
し

みついてるみたいになってしま

っていて。 

一番上のお姉ちゃんはまったくそんなこと気にして

なくて、逆にそんなこと言うと怒って、「馬鹿じゃな

い！」って言われるぐらいで。一番言うこと聞くのはこ

の一番下のこの子で、息子たちもしかたなくてマスク

して学校行ってたんですけど。やっぱり周りの人たち

がしなくなると、だんだん「自分ばっかしやってても変

だし」と言って、だんだんマスクしなくなって、悔しい

思いはたくさんしました。「心配だから」って言うと、今

度は口うるさい親みたいに言われるし。私の友だちに

情報送れば、そんなことばっかし考えられないって返

ってくるし。ほとんど「大丈夫だ」って思いたい人の方

が多かった。それが壁になって、私は自分の気持ち

の中でもどんどん日毎に孤立していってたような感じ

でした。 

 

■家族に支えられて避難を決断 

除染は夏以降から学校を一番先に優先して始まり

ましたけど、除染したところでどのぐらい下がるのか分

らないし、もともと普通の線量が０．０５とかそれぐらい

の数値であったところがそこまで戻るのかとか、学校

の周りも含めて広ーい範囲に放射能降っているのに

本当に除染ってしきれるのかって、そういう風に考え

てしまうんですよ私は。線量計も持ってるし、実際に

測っていもいるし、測んないでおこうって思うんだけど、

やっぱし臭いものに蓋はできない状況になっちゃっ

て。 

でももう限界来たのが秋ぐらいだったんですね。 

保養って、関西でもいろんな団体さんがとりくみし

てくれてるんですけど、私もその頃北海道に知り合い

のお医者さんがいたので、北海道で企画された保養

ってのに子どもたちを夏は１ヶ月、冬は２週間ぐらい

連れてって、外で伸び伸びできる場所に行ってたん

です。その体験が福島に住み続けることの限界みた

いになっていきました。まだ北海道でも京都でも避難

の受け入れしてるの知ってたので、考えることにしま

した。 

北海道はちょっと雪が多すぎて、それから北海道

は絶対車持ってかなくちゃならないところだよと言わ

れてたので、あそこで運転したら私事故って死ぬなあ

と思って。どっちかにしろって言われて、「頼むから雪

のねえところにしてけろ」ってうちの親からも言われた

ので、じゃあ京都だってことで。京都には知り合いが

早くから避難してたので、前からずーっと情報もらっ

てて、それでもう下見もせず、京都だったらどこでもい

いから、ということで京都に決めました。 

その頃、２０１１年の秋ぐらいって、もう“避難”って

言われるような時期じゃなくて、みんな普通の生活に

戻ってるような感じでしたから、“避難”と言う言い方が

とてもしづらくて、親たちをどう説得しようかと思ってた

んです。親たちははっきり言って、（子どもたちへの放

射能の影響を）気にしてないようで気にしてるみたい

な感じ。うちの親達は朝起きるのが早いので、私がい

ろんな講演会聞きに行った時の資料とかをリビングの

テーブルの上にそっと置いとくんですよ、読んでもら

えるように。じいちゃんとかも新聞の上に資料置いとく

と見てくれるかなぁ、と思って。家の中で草の根運動

みたいなことやってたんですよ。 

一番上の娘、お姉ちゃんがその時中学３年生で高

校受験控えてたんです。私、娘を京都の高校に入れ

ようと思って、それをきっかけに避難しようと思って、

切り出したんですよ、親に。そしたら「いいんじゃない

か」と軽く言ってくれて、あっ、草の根効いた、と思い

ました。だからあんまり大反対とかそんなことはなかっ

たわけです。うちの旦那も中国にいながら、メールと

かでやりとりしてたので、私の情報は結構送ってたの

で、むしろ、私が自分の仕事を辞める決断がなかな

かつかなくって悩んでいたんですけど。旦那は「京都

でまだ受け入れしてんだったら行った方がいいんじゃ

ないか」って言ってくれて。「今まで何のために行動し

てたんだ？」と言われて、背中押されて、「ああ、そう

だな」と思って。家族に支えられて、家族の理解があ

ったからこそ私も京都に来ることができたんです。 

でも一番上のお姉ちゃんは福島に居たいっていう

気持ちがすごく強くて、そこの葛藤がすごくありました。

子どもが４人いる内一人置いてくってのはすごく辛く
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て、喧嘩ばっかりしてたんです。でも最後はもうしよう

がないなと思って。「私はやるだけのことはやったし、

ママは親だから言うだけは言うから、後は自分で決め

て」と言って、娘は「分った」と言って「私は福島に居る

から」と言ったんです。 

京都に来ても娘に対していろんな思いはありました

けど、娘にいろいろああしろこうしろと言うと、ウザがら

れるというか、嫌われるんです。「もう連絡寄こさない

で」とか、「構わないで」とかいう感じで反抗されてい

たから、半年ぐらい口聞いてなかったんですよ。「娘

ってこんなに怖いんだなあ」と思って。でも私が知らな

い間に、それまでの私の行動とか態度とか見てて、い

ろいろ思ってることはいっぱいあったみたいです。 

私たちは２０１２年の１月から京都に住んでるんで

すけど、その年の暮れぐらいからかなあ、娘ともいろ

いろと連絡とれるようになりました。「ミサンガ作るから、

好きな色教えて！」って、突然、ポコッと連絡寄こした

んですよ。下の３人の子の色も教えてって、送るから

って。きっと何かあったんだと思うんですよ、友だち同

士の中でとか。それは私全然知らないんですけど。そ

れから普通に話できるようになりました。 

 

■避難者、支援者一緒になってとりくむ“保養”合宿 

去年の夏、京都で４泊５日の合宿やったんですよ、

うちの娘の高校の。今二本松市にある高校に行って

るんですけど、そこの美術部に入ってるんですね。娘

にその美術部の先生をつないでもらって、せっかくこ

っち（京都）にたくさん受け入れてくれるところあるん

だから合宿しに来ませんか」ってお願いの呼びかけ

をしたんですね。以前私たちが北海道に行ってたみ

たいな保養キャンプなんです。 

『さぽーと紡～ｔｕｍｕｇｉ～』って言う会があるんです。

避難してるお母さんたちと立ち上げて、私たちのこと

をたくさんの人に聞いてもらうってことも目的なんです

けど、やっぱりできれば、福島の今も線量高い地域に

住んでるたくさんの子どもたちを少しでも外に出した

い（放射線量を心配しなくていい地域での生活を体

験させたい）という思いが強くて、できればわが子だ

けでなく、他の子も平等なんだから、コミュニティ崩さ

ないで外に出せる方法を何とか考えたいという思い

で立ち上げた会なんです。 

たまたま一番上の娘が福島に残ってたんで、娘を

介して先生につないでもらって、先生を説得して、生

徒９人と顧問の先生１人、去年の８月に「南丹の家」っ

てところで受け入れてもらったんです。合宿という名

目でね、保養って言葉は駄目なんですよ。学校では

通用しないんですね、タブーみたいになってて。自

然体験教室みたいなそういうネーミングだと学校も受

け入れてくるんです。「線量低いところで」とかそんな

具体的なことでは許可してもらえなくて、合宿みたい

な名目だったらいいよってことで先生も理解してくれ

たので。本当に理解のある先生で。先生の交通費は

学校から出張費で出してもらったんですね。生徒た

ちの費用は『子ども福島ネットワーク』の寄付と私たち

の会でも寄付集めているのでそれを使って。 

『ゴー！ゴー！ワクワクキャンプ』という団体さんもあ

って、この『ゴーワク』さんの方で「南丹の家」紹介して

もらって受け入れていただき、いろんな交流させてい

ただいたんです。企画の段階から、美術部顧問の先

生と、こちらの支援者の方と、私も入って、内容を決

めていく段階から一緒にやっていくやり方でした。私

たちの会としても一番希望していたことで、その通り

になったんです。 

いろいろ助けてもらえる人たち、支援者の人たちが

いろいろやっていただくのはありがたいんですけど、

無料でやっていただいたりすると、何でも無料のとこ

ろに行きたいと思う

ようになっちゃって、

甘えが出てくるんで

すよね。甘えと言う

か、何でもやっても

らえると思っちゃっ

て、欲が出てくるん

ですよね、誰でもそ

うだと思うんですけ

ど。何で今こうしたこ

としてるのかというこ

とを理解できなくな

ってしまうから。 

実際大人たちが

今のこういう社会作

ってきたんだから責 合宿で和菓子作りの体験 
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任もってとりくまなきゃいけないんじゃないかって、私

は思っていて。支援者とか、避難者とか、被災者とか

いうよりも、一緒に話し合って企画進めていくのが私

は一番いい流れができるんじゃないかなと思って。私

も保養に参加してて、どっちの立場も体験してて、い

ろんな問題がたくさんあったんですよ。県外でこうして

いろいろ助けてもらえる人も、助けてくれる人に、何で

もやってもらえると思って、あれもこれもと要望出す避

難者が多かったりするんです。でもそもそもなんで子

どもを出すのかってところをもっと大人が一緒に考え

なきゃいけないなって思うんです。そこをみんなが理

解できた、それが今回は一番成功したなと思います。 

 

■長女の思い、長男の思い 

娘が今回こんなふうに動いてくれたこと自体が、実

は未
いま

だに信じられないんですよ。あんなに反発してた

のに。「合宿来ない？」と言った時、「はあ？」なんて

言われると思ってたんですよ最初は。ずーっと反抗し

てたから。でも「ああ、いいんじゃない」って感じで、

「だったら先生に言ってみる」って言ってくれて。「私

はママが京都に居るから行きたい時いつでも行ける

けど、周りの友だちは誰も行けないから連れて行きた

い」って娘の方から言われて、すっごいびっくりして、

なんか意識変わってきたなあと思って。 

今回『ゴーワク』さんに受け入れてもらって、帰りの

前の日に娘たち生徒と先生と支援者の方たちとのお

話し合い会があったんですね。私はその場にいなか

ったんですけど。「震災の後で何か変わったことはな

かったかい？」って聞かれて、うちの娘がこんなこと言

ったんです。うちのじいちゃん・ばあちゃんは、「俺た

ちは何食ったって大丈夫だ」って言うんですよ。娘は

その言葉がすごく辛いって言うんですよ。娘には、じ

いちゃん・ばあちゃんが何食っても大丈夫だってその

本当の意味分るんですよ。やっぱりじいちゃん・ばあ

ちゃんの側には私が居なくちゃいけないって娘が思

ったみたいなんですよ。でもママが避難するって決め

た時、自分は行けなくて申し訳ないって思ってるって。

お話し会の後、支援者の人からそれ聞いて、私ずー

っと泣きながら聞いてたんです。 

どこにも居る普通の親だったのに、震災の後こんな

に必死になって走ってる親の姿を見るのが苦しかっ

たんだろうと思うんですね。そういう言葉が出るまでが

すごく長かったんですけど、私の娘がそんなに思って

くれてたんだなあと分って、避難するあの時、強くい

ろんなこと言わなくて良かったと思ったんです。引っ

張ってでも連れてくれば良かったという人もいるんで

すけど。 

うちの親の面倒は本当は私がみなくちゃいけない

のに、娘を置いて、娘にあんなことやらせてる、自分

が情けないなあと思うこともあるんです。でも娘があっ

ちに居ることによって娘の友だちをこっちに呼ぶこと

ができた。それが私はすごく良かったと思ってるし、

娘にもすごく感謝しています。“保養”合宿今年も続

けて、これからもずーっと続けてできるような工夫もこ

れからしていきたいと思ってるんです。 

子どもたちはこっちの学校に区域内通学という形

で、住所は福島に置いたまま登校させてるんですね。

だから子どもたちも私も住所は福島なんです。もう移

住決めた人たちは住所変更してると思いますが、うち

の場合はずーっと福島に住所置いたままです。何か

手続き上問題がある時はその都度その都度対応して

説明して。 

先日、２月６日ですけど息子が朝日新聞に載った

んです。今回私も国と東電相手に損害賠償求める集

団訴訟の原告になってるんですけど、その関連で二

番目の子、長男で今中学３年ですけど、高校受験直

前だったんですけど取材受けて朝日新聞に載せて

いただいて。息子の発言したことが記事になっていろ

んな人から連絡いただいて、すっごく感動したよなん

て。でも息子の記事は「絶対に福島に帰る」ってこと

だったので、親と縁切ってでも帰るって書いてあった

んです。やっぱり子どもたちの考えることってすっごく

強くて、いろんな思いを大人の人たちが受け止めて

下さってるんだなあと思っています。 

国と東電相手の訴訟、短くても２年かかると言われ

てて、２ヶ月に１回ぐらいのペースで裁判やるような状

況です。最初が２月７日あって、次は４月２５日の予定

が入ってるんです。もっと原告増やして、傍聴席も満

杯にしていかないと、私たちの思いも気持ちも伝わっ

ていかないから。京都だけでなく、関西地区全体で

つながっていくようなとりくみにしたいなあと思ってい

るので、そういう協力をいただけたら本当に助かるな
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京都・市民放射能測定所 

あと思ってます。 

 

■一番気にしてるのは食べ物だけど 

震災からもうすぐ３年経ちますが、私たちは、私に

しても、子どもにしても、親たちにしても、普段から一

番気にしてることは食べ物のことなんですね。食べ物

はなるべく県外のものを、福島のものはもちろん選ば

ないし、北関東のものも選ばないようにしてます。私

たちはこっちにいるから食べ物はある程度安心できる

もの多いんですけど。京都に食べ物の放射線量測る

測定所［京都・市民放射能測定所]があって、私もそ

こに携わってるんです。ある程度いろんなもの測って

経験してくると、これだったら大丈夫かな、いけるかな

って感じで、感覚がなんとなく備わってくるんです。で

もキノコ類は避けるかなとか、大ざっぱですけど。実

際は測ってみて本当のこと分るんですけど、全部が

全部は測れないのでね。 

 

 

ところが福島に帰ると本当に福島のものいっぱい

売ってるし、茨城のものも売ってるし。県外産のものも

売ってるので私はそれを選んで買ってますけど、でも

どこのものかよく分らないものもいっぱいあるんです。

私のうちの周りにも農家さん多くて、田舎ですからね、

近所だから、自分のうちで採った野菜売りに来るんで

すね。「いんねぇかい？」って言われて、申し訳ない

から「じゃ買うか」って言って買って、それで困ってい

ました。 

うちのばあちゃんなんか気にしないから「おら食っ

から」って食ったりするから、それが困っちゃって。だ

けど子どもたちにはなるべく「食わせねぇから」って言

って。米も測ったから大丈夫だって言って、ちゃんと

測ったもの食わせてっからと言って。 

直売場に行けばシイタケなども採ってきたもの平気

でいっぱい売ってるんです。一度京都の測定所に送

って測ったみたら、生のシイタケいきなり１００ベクレル

以上出ましたから。そういうもの普通に食べてると思っ

たら、私頭おかしくなりそうになって。そういう感じなん

ですよ。分らないんだかどうかが分らないんだけど、

今度はそれをどこに言ったらいいか分んないし、結局

そのこと言ったらその人の生活駄目にしてしまうじゃ

ないですか。それがすごく苦しくて。 

うちの姑さんは姑さんなりに私ら京都にいる家族に

いろいろ送ってくれるんですけど、「これは会津産だ

から」、「会津産の餅米だから大丈夫だぞ」ってチマ

キいっぱい送ってくれたりして。その手紙読んだ時は

ずーっと涙止まんなくて。うちの姑さん、私の実家の

母よりも、姑さんがいたから放射能のことも気になるよ

うになったので、姑さんいなかったら、私多分放射能

のこと気にしなかったかもしれないなあって、今そのよ

うに思っているんです。 

 

■子どもを安全なところに連れていくためにお金を

使って！ 

除染はあちこちやられてて、うちの庭も去年の暮れ

にやっと終わったんです。 

福島市の松川町あたり、そこは丁度飯館村の人た

ちが避難してるとこなんですけど。飯館の人って、村

を半分に分けられて、別々の地域にボンボンと避難

させられてて、それ以外の人は個人個人でバラバラ

になってるんですね。飯野町の支所の建物の２階に

飯館村の役場が来てるんです。飯野中学校の隣に

飯館中学校が来てて、幼稚園も近くにあるんです。

未だにプレハブみたいなの建てて。 

飯野町と避難してきている飯館村との間にいろん

な差があるみたいで、先生たちとか、うちの親たちも

言ってますけど、補償もらってるもらってねえの話で

すごく揉めるというか、人間の汚いところがすごく見え

過ぎて。「家に帰れねえんだから、もらったってしよう

がないんじゃ」って言う人もいますけど。お金じゃない

って分っていながら、何だか理不尽だなあって思うこ

とが、本当に日々ありますね。でもみんな同じ被害者

だって思いながら、一緒にとりくめることがあれば、で

http://crmskyoto.exblog.jp/iv/detail/index.asp?s=18387844&i=201208/27/09/c0233009_14161019.jpg
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きる限り私も続けたいって思うんですけどね。 

除染にはずーっと国からお金が降りてますけど、子

どもを安全なところに連れていくってことについては

お金は全然降りないので、何とか除染の費用を子ど

ものための費用にまわしてもらいたいなぁって、ずー

っと前から言い続けてきました。 

飯野町にはいろんなとりくみしてる会合があって、

私も参加してて。私みたいな人はあんまり参加してな

くて、大体が年配の人、おじちゃんとかおばちゃんと

かが多い会合なんですけど。その会合で震災起こっ

てから、子どもをなんとかしないといけない、除染もな

んとかしないといけない、といっぱいいろんなことを話

し合ってきたんです。でもお金は除染にしか出ないか

ら、最後は話がどうしても除染のことになってしまうん

ですよね。で私が子どものことに話を引き戻して、そし

たらまたおじさんたちが除染の話にもどしてみたいな、

そんなやりとりでずーっと平行線だったんです。 

ある時会合が終わった後の帰りに、あるおじちゃん

が「うちは避難させたぞ！」ってこそっと言うから、「さ

っきの会議の場でなんでそれ言わないのよ！」って

思って。会合の場では私一人が子どものことあーだこ

ーだと言ってたけど、みんなはそのこと言いづらいみ

たいで、「子ども避難させた」とか「うちの孫避難させ

た」っての言いづらいみたいなんですね。「あなたた

ちがこういう世の中作ったんでねえの」って思いなが

ら、私はいらっとしましたけど、その場では言いません

でしたけど、「子どもなんとかすべきでしょ」と、ずっと

言ってきてました。 

 

■家族のことで逡巡、でも、だから途中で諦めること

ってできない 

いろんなところであれこれ考えていろんなことを発

信するのももう私しんどくて。こっち（京都）ですっごく

走ってるから、福島に大体盆、正月とか連休とか帰る

んですけど、やっぱり家に帰った時ぐらい休みたい、

という感じになってます。 

前みたいに毎日線量測ったりとかはしなくなっちゃ

ったんですけど。でもやっぱり気になるので測りはし

ますけどね。最初の頃は、朝昼晩と定点観測みたい

にやってたんですけど、仕事の合間縫ってやってた

んで、今はそこまではできなくなっちゃってますけど。

でも今どれ位あるんだろうって感覚で帰る度に測って

はいます。 

玄関先に測定機置いてあるんで、たまにじいちゃ

んが測ってくれたりしてるんですけど。うち８人家族な

んですけど、庭はじいちゃんとばあちゃんの管理だか

ら私はいじれないんです。じいちゃんは放射能のこと

ほとんど気にせず庭いじりやってるから、「そんなこと

やんない方がいいよ」と言っても、「大丈夫だあ」って

普通にやるんですよ。一昨年の年末年始じいちゃん

入院しちゃって、その時は私も「ああやっぱり福島に

帰んなくちゃ」と思ったけど、埼玉の姉さん看護師な

ので、すごく心配してくれて見に来てくれたりしたんで

す。 

子どもだけじゃなくて、年寄りの人だって弱い人と

か抵抗力のない人なんかすごく気がかりなんですよ

ね。震災の起こったあの当時お悔やみ多くって。これ

は放射能のせいだとは言えないんですけど。うちの

姑さん、結構何でもはっきり言うので、うちクリーニン

グ屋やってんですよ。クリーニングに礼服とか出す人

多かったんですよ。近所の人しょっちゅう出すってい

うんですよ。香典を今月２～３回出したぞーっていう

人もいっぱいいたんですって。うちのばあちゃんは

「これ全部放射能のせいだ」って当たり前のように言

ってるんですよ、笑いながら。笑い事じゃないんだけ

ど、と思いながら聞いてました。とにかくあの当時は多

かったって姑さんは言ってました 

時々福島に帰った時はごく普通に生活してますけ

ど、ばあちゃんたちも多分本音では帰ってきて欲しい

と思ってるんだと思います。でもそれ言わないので。

言わないけど伝わってくるんです。 

この間も年末年始２週間ほど帰ったんですね、こっ

ちにまた帰る日の朝、娘とばあちゃんが見送ってくれ

たんですよ。後で私の実家の母からメールが来て、う

ちの娘が部屋にこもってすごく泣いてるって、泣いて

たみたいだって、ばあちゃんから連絡来たよって言わ

れて。私もわが子をこんなら泣かせるまでどうして京

都に行かなくちゃならないんだと思ったんですけど。

その後もっといろいろ話聞いたら、ばあんちゃんも泣

いてたって聞いて。それ聞いた時私はどうしようかと

思ったけど。私の前では何にも言わないので、何か

すごく申し訳ないなぁと思ってしまいました。 
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２０１４年２月７日 原発賠償京都訴訟第一回口頭弁

論後の報告集会 

ばあちゃんは今すごく元気なので、じいちゃんも家

にいて元気なので、元気だからこそ私は今京都に来

れてるんだなぁって思ってます。こうやって訴訟なん

かも起こして、「この間第一回の裁判あったんだよー」

ってメールしたら、「うん、新聞でみたよ」なんて言って。

「こっだ世の中になっちまってなあ、本当に」って言っ

てくれてたんですけど。 

応援してくれてると思うと、私も途中で諦めたら駄

目だなと思いながら。私は多分どこにいてもこうして

言い続ける、死ぬまできっと。私らが生きてる間には

多分解決しないことだと思うので、こうしたこと次の若

い世代の人たちに引き継ぐことになるかもしれません

けど、できる限り、私らみたいに意識する人をもっと増

やしていきたいなと思ってます。 

 

 

 

■ちゃんと伝えれば理解は広がる 

いろんな情報の量が多過ぎて、私もふりまわされた

りする時もありますけど、京都にいて思うのは、関西っ

て早いですね。行動というか動きが早くて。それから

みんな聞いてくれるし、ちゃんと真剣に話を聞いてく

れる人が多い。福島ではこんな話はなかなかできな

い。 

もっと一般の、何も情報がないっていう人には、ち

ゃんと伝えれば結構すっと入っていくと思うんですよ。

私も元々なんにも知らなかったんだから、放射能のこ

とも。もっといろんな場所で、あんまり情報持ってない

人に、もっといろいろ伝えたいなぁと思っているんで

す。できる限りいろんな人に、いろんな発信の手段を

使ってもっとどんどん広げていきたいなぁと思ってま

す。メールとか、そういうのだけではなくて。 

テレビもあれが全てではないっていうのもいろいろ

見てきて分りましたけど、あれが全てだと思ってるが

いっぱいいるんですね。震災の前は私もテレビとか

新聞信じてた、と言うか、そこまで嘘つきではないと思

ってたけど。こんなに嘘つかれるとは思いませんでし

たね。 

震災あってからは、津波にあった人なんかもっと辛

い思いしてるんだと思ってるんですけど、原発のこの

線量を気にするってこと言うと、津波でもっと大変な

人いるよ、って言われるんですけど、これはこれの問

題、分けて考えないと駄目だと思うんです。私らみた

いな被害にあったってことをよく理解してもらうために、

私たちももっとよく勉強して、もっといろんな人に伝え

ていきたいなぁと思ってます。 

 

■子どもたちの甲状腺検査のこと 

先日、福島でまた甲状腺がんが増えたというニュ

ースがありました。疑いも含めて７５人になります。だ

んだんと増えているんですね。予想されていたよりも

はるかに上回っている状態なので、これからまだまだ

増えると思うんです。 

福島県では１８歳以下の人全員対象の検査してて、

子ども３７万人を対象にしてるみたいなんですけど、

今まで一次検査２２万５，０００人検査してて、二次検

査で甲状腺がん確定者したのが２６人、がんの疑い

が３２人だったんです、去年の暮まで。それが２月７日

の発表ではまた増えて７５人になったんですね。なん

でそうなったのかって原因を今度は調べに入ってる

そうなんですけど、そういうのどこまでやってくれるか

分んないんですけど。 

１８歳以下の子どもたちは２年に１回のペースでず

ーっと検査しなくちゃいけないってことになってるんで

すけど、うちの娘なんか言うこと聞かないので一緒に

連れてくまでが大変なんですよ。だからみんなが全

員検査受けてるわけではないんですね。全員受けた

らもっと被害は出るはずなので、そこはもっとみんな

で理解しあわないといけない。このデータって重要だ

と思ってます。 

福島県の県民健康管理調査って小馬鹿にしてい

るような内容なんですけども、岩波新書の『福島原発
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事故・県民健康管理調査の闇』で書かれているように

本当にやり方が汚いし、全然そんなことにお金使う必

要ないのに、しっかりとしたファイル寄こして、そこに

全部自分のデータ管理しろみたいな綺麗な冊子作っ

て一人ひとり子どもに送ってくるんですよ。そんなこと

ばかりにお金使って、こんなこと平気でしているこの

国のやり方が本当に気に食わないです。 

うちの息子、長男がＡ２だったのでちょっと心配な

んですけど、２回目の検査では何ともないと言われて

今経過観察みたいな感じなんです。今後どうなって

いくか気になってます。気になるお母さんたちは独自

であっちこっちで検査してもらってるみたいで、尿検

査やったり、血液検査やったりして、いろんなデータ

残してる人もいるみたいです。 

うちの場合は県民健康管理調査しかやってないん

ですけど、実際どういう検査してどういうデータ残して

いったらいいのかとか、私も何が本当に正しいのか分

らないんです。とりあえず庭の線量だけは除染する前

のデータとっておいたんです。京都の市民環境研究

所ってとこの石田先生、京大の名誉教授なんですけ

ど、その方にデータ残してもらっているんです。 

除染前の何も手のつけられていない時の、去年の

お正月、ガイガーカウンターで測ると２マイクロシーベ

ルトぐらいなんですよ。主にガンマ線なんで。ラデック

スって機械、主にガンマ線しか測れないんですよ。イ

ンスペクターって機械を借りてきて、それはガンマ線

もアルファ線も両方測れる機械なので、並べて測った

りしたんですけど。空間線量は同じぐらいのデータが

出るんですけど、地面に近づけるとインスペクターの

機械だけグワーッと数字が上がるんですよ、２０とか３

０とかまで。ラデックスの機械は２とか３のまま。インス

ペクターの機械はベータ線もアルファ線も拾ってるん

でその差なんですね。 

うちの雨どいの下のコンクリートも平気で３０ぐらい

になるんです。でもガンマ線だけだと５とか６とかその

あたりで、場所によっても違うし、測る機械によっても

違うってことを、自分で測って見比べできたのですご

く勉強になりました。こんなとこに住まなきゃいけない

のかなって、首かしげながら測ってたんですけど。イ

ンスペクターの機械ってすごく感度高いから、パーっ

と強い風が吹いたりすると１マイクロシーベルトとかす

ぐに上がるんです。他にももっといろんな機械がある

ので、実際に使ってみながら勉強してました。そうな

ふうにやってる人ってほとんどいなかったんですよ。

私ぐらいの子どもたち持ってる親でやってる人ほとん

どいないので。私みたいな素人が何か言ったところで、

なかなか誰も信用してくれなかったです。 

ただ、いろんな方にお話聞いたり、情報聞いたり、

病院の先生とかいろんな専門の人に話を聞いて、私

の体験をお話すると、お医者さんは「それはもう避難

しろ」って言われてました。私がかかりつけだった病

院の先生に、保養で北海道行く時に一ヶ月分長めに

薬下さいって言ったら、「俺も行きてぇなー」って。す

ごく楽天的な先生で、お医者さんですら考え方バラ

バラなんで、一般の何も知らない庶民はもっと分らな

いですよね。そういうのすごく悔しいんですけど。 

 

■京都で同じこと起こったら？ 

私たちが今体験したことはどこの地域でも起こるこ

とで、福島県民だから動かねえとか、おとなしいとか

言われるけど、おそらく京都だって同じことだと思うん

ですよ。京都の方がむしろもっと住んでるところに愛

着あると思うんですよ。地元愛というか。だからそこか

らいきなり避難しろって言われても、なかなかできな

いですね。だからこれは福島県民だからという話では

なくて、どこの地域でも同じようになるんじゃないかな

ぁと思います。特に歳とったりすると余計に新しいとこ

行って生活したいとは思わないし。うちのじいちゃん

もばあちゃんも「俺らはいいわあ」って言うんですが、

そういうのは悔しいですけど、あんまり言い過ぎると揉

めるので。 

周りには家売ったりしてる人もいますけど、そういう

人ありつつも、みんなはやっぱりここで暮らすしかな

いなぁって諦めムードもあって。福島は今そんな状況

です。 

いろんな方に助けていただいて、私のいる『さぽー

と紡～ｔｕｍｕｇｉ～』では今年も合宿に向けて動いてい

ます。『ほっこり通信』っていう京都で発行してもらって

る冊子なんですけど、会のこと、合宿のことも載せても

らってるんで、よかったら見て下さい。いろんなところ

でこうしたこと発信してもらえるとありがたいなぁと思っ

てます。 



京都「被爆２世・３世の会」会報№１７ 別冊  ２０１４年３月２５日 

12 

 

お配りしている署名用紙は『こどもレスキュー』と言

って、去年の１０月１７日からリニューアルスタートした

署名なんです。２０１１年の４月から署名はやってたん

ですけど、山本太郎さんも含めて発起人に入ってもら

ったので、１０人の避難者と関西の人も含めてよびか

けている署名です。内容は政府宛と議会宛。子ども

を守りたいという強い思いをアピールしたものです。

発起人の中にいる平野大介さん、枚方の人なんです

けど、２０１１年４月頃から、子どもたちのためにずーっ

と署名集めてくれていて、集めた署名福島県庁に持

って行って陳情もしてくれてるんです。いろんなところ

で広めていただきたいです。ネット署名もできます。

ご協力よろしくお願いいたします。 

長くなりましたけどありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■京都に避難されてる人たちの様子は？ 

うちは今桃山の公務員宿舎にいて、おととしの９月

に元々住んでおられた方全部出られたので、今はも

う避難者だけになっている団地なんです。私が来た

ばっかりの頃は避難者もこっちの方も一緒だったん

ですけど。１５棟あって半分は閉鎖してたので、もう建

物も古くて取り壊すつもりでいた団地だったんですね。

震災の後避難者を受け入れなきゃということで利用さ

れ出した感じです。避難してきて、元々団地におられ

た方とも仲良くなって、今も連絡とってるんですけど。

桃山には避難者は今８５世帯ですね。向島団地に３０

世帯ぐらい。山科の団地にもそれぐらい。 

もう（福島に）帰られたっていう人もポツポツありま

す。別のところに引っ越したって方もありますけど。や

っぱり母子避難で来てる人が結構多くて、小さい子ど

もさん抱えてる人ってすごく大変なんですね、生活が。

私もこの子が一番下で、もう赤ちゃんじゃないから助

かってますけど。うちは車持ってきてるから、何かあっ

たら呼んでね、病院とか送って行くからって。たまたま

赤ちゃん連れの人で、上のお姉ちゃんが具合が悪く

なった時に私が車出したりとか、団地で助け合うみた

いな感じで、みんなで声掛け合って、今はもう２年い

るとすごく慣れてきたというか、コミュニケーションはと

りやすくなってきました。 

団地だから道路沿いではないので小さい子が外で

遊ぶには丁度いい感じ。でも帰りたいって言いますけ

どね。うちの息子たちはもっと言いますけどね。今年

のお正月帰った時、うちのばあちゃんからこの子に「う

ちどこだあ？」って聞かれて、「京都だ」って言って、

ばあちゃんすごくショック受けてたみたい。 

 

■子どもたちの甲状腺検査はどこで？ 

うちの子たちは甲状腺検査は京都の府立医大で

受けました。福島から通達来て、京都で受けられると

ころ紹介されて。福島県の県民健康管理調査の扱い

ですから無料です。「大丈夫だよ、これぐらい普通だ

から」って測ってる先生からは言われました。それぞ

れが、県民健康管理調査とは別のところで検査して

る人もいっぱいいますよ。避難してる人たちって結構

行動力ある人たちなんで。 

 

■福島に帰ると結構応援してくれてる人いて 

みんな「避難できていていいね」って言うけれど、

いいね、じゃなくて、頑張って、苦労してこっちに来て

るんですけどね。それと避難してる人ってお金がある

んだと思われてるんですよね、周りからは。「何言って

んの！」といつも思うんだけど。実際のこととは違う情

質疑応答から（抜粋） 
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報になってるからすごく腹立たしいけど、しようがない

ですね。 

私もちょこちょこ帰って、いろんな人と会って、知り

合いに会ったりするんですけど。以前はあんまりしゃ

べったりしなかった人でも向こうから話しかけてきて、

「齋藤さん、お母さんから聞いたけど、今も京都にい

るんでしょう、偉いねぇー、大したもんだよ」って言わ

れたり、「なかなかできないことされてるんだから」って

言われたり、結構応援してくれる人いっぱいいるので、

そういう意味ではありがたいです。 

「あっ、みんな見てくれてるんだなあ」って、自分が

動いたことでみんなが気にかけてくれてるんだって。

気にしてくれたその人がどう行動するかは自由です

けど、それがあるとないとでは結構違うっていうか。分

ってる人と分ってない人とでも違うし。 

 

■分ってても動けない人の苦しみも理解して 

避難できる人とできない人との思いの違いで揉め

ることもいっぱいあちこちで起こってますけど、やっぱ

り言われて困る人たちもいるんですね。子どもいる人

向きに私がいろんな情報発信してたら、「もう寄こす

な！」って言ってきた人もいました。何人かのうちの一

人、二人で、みんなじゃないんですけど。特に敏感に

なってる人とか。 

私の友だちでも私がＦａｃｅＢｏｏｋとかでいろいろ書

いたりすると、私が国に対して言ってることが、その人

に向かって言ってるみたいに聞こえるようで、例えば、

「こうやって子どもたちを屋外におっぽり出している国

が許せない！」って言うと、それを友だちは自分に言

われてるみたいに感じるらしくて、「夕香ちゃんはいろ

いろ活動してるから、いろいろ発言してるかもしれな

いけれど、その文章読むと、私らに言われてるみたい

に聞こえる」って言うんですよ。別にその人に言った

わけではないのに、そんなふうに受け取ってしまうん

ですよ。きっと私の言ってること理解してるからこそな

んだとは思うけど、図星なんでしょうけども。私は国に

対して言ってんだけども、でも傷つけたんならごめん

なさいって言って。分断にならないように、うまく接点

持ちたいと思ってます。お互い歩み寄れば一番いい

なと思って、なるべく気にかけるようにしています。い

ろいろ怒られても、怒りかえさないようにとか。 

私、自分で避難するとか動けるだけでも救われて

いると思ってるので、動けない人の苦しみって、その

人にしか分らないと思うので。私もその一人だったの

で。あっち（福島）にいる時、本当に寂しかったので。

いろんな人と本当に話し合いたかったのに、できなか

ったので。胸の底からここまで出かかっているのに言

えないって苦しみあると思うんですよね、 

 

■学校の先生って本当に辛かったと思います 

学校の先生って本当に辛かったと思うんですよ。

すごく気にされてる先生いたんですよ。 

うちの娘と息子が当時中３と中１で同じ中学だった

んですね。同じ中学通ってて、お姉ちゃんだけ置い

てきて息子だけ京都に連れてきたので。兄弟なのに

片っ方だけいなくなったわけですよ。先生も複雑だっ

たし、なんでお姉ちゃんだけ残んの、なんで弟だけ

連れていくのって感じで。先生もいろんな矛盾抱えな

がら、いろんな判断してたと思うんですけど。 

娘のバスケ部の顧問の先生だったんですけど、転

校する時に挨拶に行ったんですよ。その先生、すご

い頑張ってた先生で、女の先生なんですけど、子ど

もにもしっかりマスクさせて、自分でもそういう姿率先

して見せて、教育委員会にもガンガン電話してた先

生なんですけど。匿名でやってたら見つかって、校

長に処分くらったんですって。その先生から「齋藤さ

ん、私はもう諦めちゃったけど、齋藤さんは絶対諦め

ないでよ」、「ずっと応援してっからね」って言われて。

その先生のことはずーっと残ってますよ。 

本当に先生たちは大変な思いをしてたんだなって

ことは、私もあっちこっちで見たり聞いたりして知りまし

た。息子が転校する時に職員室に挨拶に行った時、

「原発の影響で転校することになりました」って、先生

らの前で堂々と言っちゃって。息子のサッカー部の顧

問の先生が「お前は幸せだぞ、そうやって連れてって

もらえんだから。避難したくてもできない人いっぱい

いるんだから幸福だと思え！俺たち後から追っかけ

てくから待ってろな！」って言われて。それ聞いて、

ずーっと涙止まんなかったです。 

先生たちは言いたくても言えないんですよ。学校

の中で「放射能心配だから」なんて一言でも言うと、

本当何言われるか分んないから。すごい大変だと思
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いますよ。あの頃はいつも先生とのコミュニケーション

多かったので、先生たちのすごい辛い思いも身にし

みて感じていました。 

この子が保育所の頃行ってた先生も、保育所１１月

３０日付で退所したんですけど、お遊戯会が１２月３

日に予定されてて、その時にはこの子いなくなっちゃ

うからというので、この子の最後の通所の日にリハー

サルして下さったんです。「この日がこの子の本番だ

から見に来て下さいね」って言われて行ったんですけ

ど、所長先生が号泣して見送ってくれて。「齋藤さん、

よかったね。うちの孫も娘も避難させたよ。齋藤さんの

おかげだよ」って言われて。先生たちの辛さもその時

本当に分って、見送ってくれてありがたいなあって思

いました。 

 

■お医者さんにはもっと専門の力をいただきたい！ 

県外から来てる先生方（医師）の話、随分とあちこ

ちで聞きましたけど、岐阜の松井英介先生、あの先

生が二本松市の講演会で話されたのを聞いて、あの

時、「あ、もう駄目だ。避難しよう！」って決めたんです

よ。細胞レベルの話を聞いて、もう空気吸うことすら駄

目なんじゃないって思って。先生の本も買って家で

随分読んだんですけど、松井先生の話が決め手で、

避難するって決めたんです。 

お医者さんによっていろいろ判断も違うし、医療の

専門によっても違うでしょうけど、呼吸器系の先生だ

ったので、そういう先生の話聞いたもんだから、私もち

ょっと喘息あったりして、娘もそういう感じだったので。

本来はもっともっとお医者さんたちがいろいろ心配し

てくれたらいいんですけど。 

京都では小児科医の先生の協力で去年の６月か

ら『避難者子ども健康相談会』ってのやってて、今年

の６月また３回目やるんです。京都の先生方と大阪の

先生方と一緒にやってもらえるようにしてきたんです。

組織の違いがあって、なかなか同じ方向向いてても

一緒に連携とれないこともいっぱいあると思うんです

よね。それがもどかしいなぁと思って。大阪と京都の

お医者さん、一緒にしてほしいなぁと思って、たまたま

保険医協会の方に協力してもらうことができて。私た

ちが今こういう状況で大変なんです！ってことを何と

か伝えていって、「じゃ俺たちがやらなきゃな」となっ

ていただけたので、すごく良かったです。これから一

緒に協力して、子どもたちの経過を見ていって欲しい、

という思いを私らが伝えていかないといけないなと強

く思いました。 

お医者さん一人ひとりの判断の違いはあるかもし

れない。でもそれを共有して、じゃこういうふうに変え

ていかなくちゃと、お医者さん同士で相談して欲しい

し、私ら素人判断じゃ何もできないので、専門の人た

ちの力を本当に借りたいなぁと思ってます。 

 

■保養キャンプはもっと広げていきたい！ 

保養キャンプ、できれば学校でもやってもらえれば

なと思って、今年は教育委員会ともやりとりできたらい

いなと思ってるんですよ。ちょこちょこやってるところも

あるんですよ。小学校とかで移動教室という形で、子

どもたちがランドセルしょって、新潟の学校へ行って、

先生も一緒に行って、そこで勉強したりして。でもまだ

お試し的な感じというか、それがどこの学校でもでき

るかというと、なかなかできなくて。一部のところだけ

なので、もっと広く設定して、もっと増やしてもらいた

いですね。もっともっと子どもたちのためにお金使っ

てもらいたいです。 

 

■避難してきて大変だったこと、辛いこと 

福島にいた頃は、子どもたちはじいちゃん・ばあち

ゃんに預けて、私は自分の仕事に行くっていうのが、

普通の毎日の生活だったんですね。その仕事を辞め

て、私一人で子ども３人連れて、子どもを転校させて、

こっちに来て、随分と戸惑いましたね。『復興サロンな

ごみ』ってところがあるんですが、その『なごみ』で今

昼間は働かしてもらってるんですけど、今は大分落ち

着いたんですけど。仕事して、子どもの預け先につい
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てとても悩んだり、お金の面、それが一番きつくって、

それがずっと悩み事ですね。 

今住んでるところは無料で入らしてもらってるんで

す、水光費は払ってますけど。それは来年の３月まで

と決まってるんですけど、もっと延長になるんではな

いかって話はあちこち聞きますけど、まだ正式な報告

は何もなくて。収入のこととか、お金のかけ方とか、と

にかく生活のやり方全然変えないと、前みたいな生

活はできません。息子も今度私学の高校に進学決ま

ったんで。頭痛くて、それが悩みです。２年経って、こ

の子も一人で留守番したり、お向いさんに預かっても

らたり、いろんな相談もできるようにはなったけど。 

これまで親と離れたり、娘と離れたりして暮らすって

ことなかったので、それが一番辛いです。ただ、家族

の絆
きずな

、つながりってのは本当に深くなったような気が

します。やっぱし、嫁と姑って、いっぱいろいろいある

んですよ。私はお母さんのおかげでこっちへ来れて

るって思いが強いし、お母さんもいろいろ考えてくれ

てるんで。私、多分親たちの具合悪くなったら、私が

面倒見なくちゃって思ってて、そうすると矛盾が生じ

てくるんですよね。親のこと大事にしようとすればする

ほど帰りたい、帰らなくちゃ、と思ってしまう。 

子どもたちも、私たちが守ろうと思えば思うほど、今

度はその子どもたちが将来親の面倒見なくちゃいけ

ない、っていう意識が芽生えるんじゃないかと思って。

帰ってくるって言うんじゃないかと思って。なんぼ「外

に出ろ！」って言っても戻ってくるじゃないかなと思っ

て。そこはすごい悩みです。息子は「俺は絶対帰る」

って言ってるんで悩みますね。 

 

■若い人たちにもっともっと伝えていきたい 

以前体験された方の話は貴重です。阪神淡路大

震災で被害にあわれた方、広島・長崎で被曝された

方のお話を聞いたりして、意識も変わってくるので。

若い人たちなんか、知らない人もいっぱいいると思う

ので、関西は大学も多いので、大学生さんとの交流も

多いんですけど、もっと増やしたい。若い人たちには

もっともっと伝えていきたい、という思いがあります。若

い人たちはこれからの人たちなので、もっと現実を直

視してもらいたいなあと。 

 

フリーライター 

守田敏也さんのコメント 

避難者の方たちに感謝を 

是非みなさんにお願いしたいのは、僕がいつも避

難者の方たちに言ってるのは、「避難して下さってあ

りがとうございます」って言うようにしてるんです。避難

者に対して、「大変ですね」っとか、同情して下さる方

はいっぱいいるんですけどね。避難者の方たちが一

番僕らの未来を守ろうとしてると思うんですよ。齋藤さ

んは子どもたちを守ろうとしてるんだけど、子どもたち

は僕らの未来ですよね。僕らの未来の命を守ろうとし

てくれてて、すごく一番苦労されてるんですね。是非

それに対して避難者のみなさんへの感謝を伝えて欲

しいんです。 

避難者の方みんなね、齋藤さんもそうだけどね、

「娘に親をみさせて何やってるんだろう」とかね、自分

は残んなきゃいけなかったけど逃げた、とかね、みん

な苦しい逡巡を抱えていてね、全然本人のせいじゃ

ないことでね、本当にこれが正しかったんだろうかと

悩まざるを得ないんです。そういう中で生きているん

ですね。 

それに対しては本当に素晴らしいことをしてくれて

ることを、是非その感謝を出会う度に、出会った人み

んなに伝えて欲しいと思います。 

 

終了 
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小山潔さん 

私は避難者の方からお話しをよく聞いているの

ですけど、子どもが中学、高校と成長していくと当

然自立してくるので、いつまでも親の言う通りには

ならなくなってくる。その時にどうするのかってこと

を避難者のみなさんは悩んでいらっしゃるし、ある

いはこれからそういう悩みにぶつかるだろうし、そ

こはすごく大事なところだと思っていました。今日

の齋藤さんのお話しを聞いて、すごくほっとした、

というか希望を感じることができました。避難したこ

とや、齋藤さんの行動が、子どもたちに言葉で語

られる以上に伝わっているんじゃないかなと思っ

て、嬉しく思いました。 

吉田妙子さん 

2011年 3月の原発事故から、2012年１月に京

都に避難されるまでの家族の不安、逡巡、決断に

胸がしめつけられました。高校受験を控え福島を

離れないと言う長女を１人、舅姑さんに預けて、３

人の子どもを連れての母子避難、どんなに大変な

決断であったことか。そんな彼女が、福島から今

なお離れられない人の苦しみに思いを馳せ、「自

分たちは動けてるんだから、どんなことでも我慢で

きる」と言い、福島に残った人は人で、彼女と子ど

もたちに「動けてよかったね、幸せだよ」と激励さ

れているというお話に、ほんとうに心を打たれまし

た。 

誤った情報で被災者を分断し、苦しみを深くさ

せている東京電力や国に対し、子どもの命と健康

を守るために、避難という究極の選択をされたこと

は正しかったと認めさせる原発賠償訴訟を心から

応援したいと思います。 

平 信行さん 

お話しを聞いて一番胸に刺さったのは「京都で

も同じことが起こり得るのでは？」ということでし

た。それは、その場合、「あなたはどう行動します

か？」という問いかけ、投げかけだったと思いま

す。原発事故は過ぎ去ったことではなく、福島の

ことでもない。同じことが発生したら、私たちはどう

行動するかを考えておかなければならない。若狭

湾を間近にする関西こそ最もその可能性の高い

地域ですから、決してそれは仮定のことではない

はずです。 

放射能汚染の危険性に目をつむったり自分を

誤魔化したりせず、真正面から向き合うことができ

るか。周囲がどんなに妥協的になろうとも、屈せず

に訴え続けることができるか。子どもや家族のた

めに、仕事や、財産や、住み慣れた地域コミュニ

ティを失ってでも安全を確保し、避難することがで

きるか。齋藤さんの辿ってこられたこと、今も立ち

向かっていることの一つひとつすべてが、私や私

たちに覚悟を求めているように思いました。 

米重節男さん 

斉藤さんのお話しを聞いて放射能被曝の問題

をあらためて実感します。２世・３世の会が福島と

のつながり方、方法も見えた気がします。今後も

つながりを深めていきたいと思います。 

参加者のみなさんの感想 


